
 

平成 20年 5月 15日 

各 位 

会 社 名 株式会社 百 十 四 銀 行 
代 表 者 名 取締役頭取 竹 﨑 克 彦 
（コード番号 ８３８６ 東証第１部､大証第１部） 
問 合 せ 先 経営企画部長 入 江  澄 
 （ TEL 087 － 836 － 2916 ） 

 
 

代表取締役等の異動に関するお知らせ 
 
 

 当行は、本日（平成 20 年５月 15 日）開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び

役員の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 なお、本件につきましては、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 139 期定時株主総会及びその後

の取締役会において正式に決定される予定です。 
  
 

記 
 
                          （  ）内は現職 
１．代表取締役の異動                           
                 
   取締役会長  綾田 修作（代表取締役 取締役会長） 
 
   代表取締役 取締役専務執行役員  渡邊 智樹（常務取締役）    
 
    退 任  矢野 健彦（代表取締役 専務取締役） 
                                                    退任後は「百十四リース株式会社」 
                                        代表取締役社長に就任予定          

 
２．その他役員の異動 
 
（１）昇任予定取締役 
 
   取締役常務執行役員        今井 良行（取締役 人事部長）  
 
（２）新任監査役候補 
 
   監査役〈常勤〉  池田 文明（理事 監査部長） 
 
（３）退任予定監査役 
 
   退 任   齊藤 静彦（監査役〈常勤〉） 
                          退任後は「日本橋不動産株式会社」 
              代表取締役社長に就任予定 
    



（４）執行役員就任予定者 
 
   代表取締役 取締役専務執行役員  林   勲 （代表取締役 専務取締役） 
 
 代表取締役 取締役専務執行役員  川村 延廣 （代表取締役 専務取締役） 
 
 代表取締役 取締役専務執行役員  渡邊 智樹 （常務取締役）    
 
         取締役常務執行役員  長尾 重行 （常務取締役） 
 
              取締役常務執行役員  三谷 和夫 （常務取締役） 
 
              取締役常務執行役員  森糸 繁樹 （常務取締役） 
 
              取締役常務執行役員  今井 良行 （取締役 人事部長）   
 
              取締役執行役員  藤澤 讓二 （取締役 事務統括部長） 
 
              取締役執行役員  泉川 貴昭 （取締役 営業統括部長） 
 
              取締役執行役員  福西 敏浩 （取締役 東京支店長） 
 
              取締役執行役員  平尾 幸夫 （取締役 市場国際部長） 
 
              取締役執行役員  矢野 年紀 （取締役 審査部長） 
 
              執行役員  藤森 克泰 （理事 個人営業部長）  
 
              執行役員  芝  唯司 （理事 神戸支店長）   
 
              執行役員  廣瀬 秀人 （理事 岡山支店長）   
 
              執行役員  小山 登気郎（今治支店長）  
 
              執行役員  中尾  裕 （総務部長）    
 
              執行役員  田中 敏博 （丸亀支店長）    
  
              執行役員  松原 哲裕 （本店営業部長）  
 
              執行役員  石川  浩 （大阪支店長）  
 
              執行役員  根ケ山 和幸（監査部 副部長）  
 
    
３．異動予定日 
 
   平成 20 年６月 27 日 

 

 
 

 
 



新体制（平成 20 年６月 27 日） 

 

 取締役会長 綾田 修作    

代表取締役 取締役頭取 竹﨑 克彦  

代表取締役 取締役専務執行役員 林   勲  

代表取締役 取締役専務執行役員 川村 延廣   

代表取締役 取締役専務執行役員 渡邊 智樹    

 取締役常務執行役員 長尾 重行   

 取締役常務執行役員 三谷 和夫    

 取締役常務執行役員 森糸 繁樹   

 取締役常務執行役員 今井 良行   

 取締役執行役員 藤澤 讓二   

 取締役執行役員 泉川 貴昭  

 取締役執行役員 福西 敏浩  

 取締役執行役員 平尾 幸夫  

 取締役執行役員 矢野 年紀  

 執行役員 藤森 克泰   

 執行役員 芝  唯司    

 執行役員 廣瀬 秀人   

 執行役員 小山 登気郎  

 執行役員 中尾  裕  

 執行役員 田中 敏博  

 執行役員 松原 哲裕  

 執行役員 石川  浩  

 執行役員 根ケ山 和幸  

 常任監査役〈常勤〉 中野 信之介   

 監査役  〈常勤〉 池田 文明   

 監査役  〈非常勤・社外〉 石橋 三洋  

 監査役  〈非常勤・社外〉 片柳  彰   

 監査役  〈非常勤・社外〉 武田 安紀彦  
 



新任代表取締役、昇任予定取締役及び新任監査役候補者の略歴 
 

新 代表取締役 取締役専務執行役員 
  渡邊 智樹（わたなべ ともき） 
 昭和２７年 ３月 ９日生  ５６歳 
 香川県出身 
  主な職歴 昭和４９年 ４月 当行入行 
 平成 ９年 ７月 同 太田支店長 
 平成１５年 １月 同 大阪支店長 
 平成１６年 ６月 同 取締役東京支店長委嘱 
 平成１８年 ３月 同 取締役東京支店長 兼 東京公務部長委嘱 
 平成１８年 ６月 同 常務取締役経営企画部長委嘱 
 平成１９年 ６月 同 常務取締役 
 現在に至る。 

  
新 取締役常務執行役員 
  今井 良行（いまい よしゆき） 
 昭和２５年 ４月３０日生  ５８歳 
 香川県出身 
  主な職歴 昭和４８年 ４月 当行入行 
 平成１０年 ７月 同 太田支店長 
 平成１３年 ２月 同 秘書室長 
 平成１７年 ３月 同 人事部副部長 
 平成１７年 ６月 同 取締役人事部長委嘱 
 現在に至る。 

 
新 監査役〈常勤〉 
  池田 文明（いけだ ふみあき） 
 昭和２４年 １月 ７日生  ５９歳 
 香川県出身 
  主な職歴 昭和４６年 ４月 当行入行 
 平成 ９年 ７月 同 仁尾支店長 
 平成１２年 ６月 同 事務管理部長 
 平成１５年 ６月 同 リテール集中部長 
 平成１６年 ６月 同 事務集中部長 
 平成１７年 １月 同 理事 事務集中部長 
 平成１９年 ６月 同 理事 監査部長 
 現在に至る。 

 
以 上 

 
 

本件に関するお問い合わせ先： 

 経営企画部 広報ＣＳＲグループ 山口 【電話】087-836-2916 


